
はじめに１

　狭山湖畔霊園は、公益財団法人墓園普及会が経
営する、様々な宗教・宗派に開かれた墓園である。
ここは東京都の水源である多摩湖・狭山湖を擁す
る水源涵養林に接する緑豊かな環境にあり、敷地
は墓域奥の深い森の前に位置する。私は最初に敷
地を訪れた時、この森が涵養した水で生き、死後
はここに還ってくるという、人の生き方にまで想
いをはせることのできる建築ができたらと思っ
た。そこであらゆる宗教の人々に共通する普遍的
な祈りの対象を森に見出し、木々に抱かれながら
森に祈りを捧げる礼拝堂を設計した。
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写真１　深い森に囲まれた礼拝堂 ©Koji Fujii / Nacasa and Partners Inc.

写真２　礼拝堂内観 ©Koji Fujii / Nacasa and Partners Inc.
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簡素で清廉な空間を目指して２

　三角形の敷地外周部に樹木を植えて建物を木々
で包み込み、その隙間から森を望むプランとし
た。枝葉を避けるために壁の上端を内側に倒した
結果、2本の柱を互いに立て掛け合う扠首（さ
す）構造を持つ合掌形式となった。ここでは扠首
構造を全方位的に展開することにより、屋根架構

自体が鉛直・水平方向の荷重を負担している。そ
のため、通常の小屋組に必要とされる耐震壁を省
略することができ、より純粋な形で、新しい合掌
造りが可能となった。合板で固めて座屈を抑制し
た各登り梁は、構造でありながら仕上げ材として
の繊細さを追求し、柱の見付け幅をわずか60㎜と
した。接合金物や棟木を見せない納まりとするこ
とで、大地から伸びる柱だけが連続する構成とし
た。

①251本の国産カラマツ集成材はそれぞれ異なる長さと傾
斜角を持つため、正確なモデリングデータに基づいて
NCマシンで切り出し、最大長さ9mに対して誤差3㎜
以内で製作。その後、野地板が三次曲面に追従するよう
に、日本の伝統的なムクリ屋根を実現するための「蓑
甲」という技術を用い、職人が梁の背面をカンナがけし
た。

②2本の登り梁は支え合うことで自立するため、梁上部に
差し込んだプレートをドリフトピンで固定して、予めV
字に繋ぎ合わせた上で特注の治具で吊り込みした。

③熱歪みでベースプレートが反らないように、丸鋼をベー
スプレートの両側から溶接し、なおかつ予め逆側にムク
リを入れることで平滑さを実現。

④柱脚部の接合は、登り梁の底面に穿たれた丸穴にベース
プレートから突き出た丸鋼を差し込み、梁の背面から丸
鋼に開けた穴を狙ってドリフトピンを打ち込んだ。僅か
なズレで両端の扠首柱脚部がジョイントできない恐れが
あったため、逃げは1㎜で収めている。

写真３　構造体の組上げ ©Hiroshi Nakamura & NAP

写真４　建方完了時 ©Hiroshi Nakamura & NAP
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地域の産業と共に３

　次にこの複雑な架構を未来永劫保護するための
屋根が課題となった。曲面に追従して耐久性があ
り、人々の思いがこもっていて、地域由来の素材
であればなお良い。そこで我々は「キューポラの
ある街」で有名な、車で１時間ほどの距離にある
川口市の鋳物職人たちと、180×200㎜の大きさで、

4㎜の厚板によるアルミ鋳物を開発。この厚みは
手曲げ可能な限界値であると同時に、鋳物での製
作限界であるため、製造は困難を極めた。完成し
た鋳物は１枚ごとに流痕が異なり、職人の思いが
こもった表情となった。

写真６　屋根材の製造工程 ©Hiroshi Nakamura & NAP

写真７　竣工時 ©Koji Fujii / Nacasa and Partners Inc.

写真５　屋根材に使用したアルミ鋳物

©Koji Fujii / Nacasa and Partners Inc.
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おわりに４

　祭壇は森の南東側に向けて、法要が行われる午
前中はステンドグラスのように木漏れ日が降り注
ぐ。祭壇側の森へわずか１㎝下る床は、故人に会
いに降りていく感覚や祈りの前傾姿勢を導く。粘
板岩の割り肌や目地が森の奥の消失点に伸びてい
るのは、森に意識を集中できるための配慮であ
る。祈りを捧げる人の手の中では指と指が合わさ
り、暖かな空間が生まれている。この建築はその
小さな祈りの空間をそのまま取り出したような形
をしている。人と共に、建築も祈るのである。

図１　断面図
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写真８　祈りの形 ©Hiroshi Nakamura & NAP
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